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『吉田秀和が語ったブラームス』
8. 9～11／14:00～15:55
9. 1／ 7:25～ 9:20

　12年に逝去した音楽評論家・吉田秀和さんの長
寿番組『名曲のたのしみ』から，名解説が評判を
呼んだシリーズ「ブラームス・その音楽と生涯」
（91.4～93.4，全68回）を再構成して放送。ブラ
ームスの名曲名演と共に，懐かしい語りを届けた。
／音楽・伝統芸能番組部
『ラジオ歌舞伎　胸キュンナイト』

8.21／22:30～23:30
　 2 時間近い歌舞伎を 5分程度のダイジェストに
まとめ，ラジオドラマ風に伝えるビギナー向け歌
舞伎入門番組。歌舞伎俳優の中村壱太郎をナビゲ
ーターに，人気声優の古谷徹と三石琴乃を迎え
て，歌舞伎とアニメの共通点や，男女の声の使い
方，演じ方などのトークを交えながら「ラジオ歌
舞伎」を実演。演目は「与話情浮名横櫛」「番町
皿屋敷」。／出演：中村壱太郎，古谷徹，三石琴
乃／音楽・伝統芸能番組部
『ラジオマンジャック・サマースペシャル　大阪』

8.27／14:00～18:00
　大阪ゆかりのギタリストがNHK大阪のスタジ
オに集まり，ライブ演奏を中心に生放送で届け
た。／出演：赤坂泰彦，時東ぁみ，門司肇，堂免
一るこ，石山昭子，憂歌兄弟，ゴンチチ，有山じ
ゅんじ，ヨモギ，若山弦蔵，矢島正明，増山江威
子／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『ラジオマンジャック・サマースペシャル　沖縄』

8.20／14:00～18:00
　沖縄在住のギタリスト・内田勘太郎宅のプライ
ベートスタジオで，沖縄ゆかりのミュージシャン
が集まってのライブ演奏を中心に届けた。／出
演：赤坂泰彦，時東ぁみ，門司肇，堂免一るこ，
石山昭子，内田勘太郎，SAKISHIMA meeting，
島袋優，川満聡，DJホットマン／音楽・伝統芸
能番組部，NEP

テレビ国際放送

テレビ国際：定時番組
『A Century on Film』　新

土　23:10～23:39ほか
　第 1回16.4.9／NHKならではの大型ドキュメン
タリーシリーズ「映像の世紀」と「新・映像の世
紀」を，国際放送向けに再編集して世界に発信し
た。／国際放送局，大型企画開発センター，NEP
『Asia Insight』

T国際　金　10:30～10:58ほか
BS1      　月　14:00～14:28

再月　 4:00～ 4:28
　第 1 回12.4.6／存在感を増す中国やインド，成
長のさなかにある東南アジア。グローバル化の中，
大きく変わろうとする社会や人々の生活，揺るぎ
ない価値に支えられた伝統など，アジアの今を切
り取った。／国際放送局，Gメディア
『Biz Buzz Japan』　新

（月 1回）金　 0:30～ 0:58ほか
　第 1回16.4.29／日本のビジネスの最前線を，そ
の分野の第一線で活躍するエキスパートや国内外
のマーケットを熟知するコメンテーターの解説な
どを交えながら伝えた。／国際放送局，JIB
『Core Kyoto』

木　 8:30～ 8:58ほか
　第 1回13.4.4／四季の自然を暮らしに生かし，
絢
けん

爛
らん

たる伝統を受け継ぎ，新たな創造も続けてき
た1200年の都・京都。毎回，京都の奥深い魅力の
中核を成すテーマを設定し，それぞれのテーマに
まつわる文物・風景・人物・行事を極上の映像で
つづった。／国際放送局，NPN
『DESIGN TALKS plus』

T国際　木　 9:30～ 9:58ほか
BS1      　日　 3:20～ 3:48

　第 1回15.4.2，（BS1）15.4.5／日本のデザインの
美意識，哲学を探求してきた『DESIGN TALKS』
を15年にリニューアル。日本の工芸，建築，アー
トなど優れたデザイン性を海外に紹介し，そのユ
ニークさや可能性を伝えた。／司会：アンドレア・
ポンピリオ，シャウラ／国際放送局，NEP
『Dining with the Chef』

金　23:30～23:58ほか
　第 1回12.4.2／「健康的でバランスがとれた料
理」として世界が注目する和食。その中心を成す
食材の生かし方，調味料の秘密，盛りつけのコツ
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などを伝えた。／司会：斉藤辰夫，行正り香，早
見優，パトリック・ハーラン／国際放送局，NED
『Direct Talk』　新

月～金　20:45～20:47ほか
　第 1回16.4.4／国内外のビジネスリーダーや，
科学技術，文化，スポーツなどさまざまな分野の
キーパーソンにインタビュー。世界が注目する旬
の人たちのメッセージをビビッドに発信した。／
国際放送局，NEP，JIB
『Doki Doki！WORLD TV』

T国際　日　21:50～22:00ほか
G　　　日　22:40～22:50ほか

　第 1回15.4.5／日本とアジアのあらゆるジャン
ルの最新情報を発信しているNHKワールドTVの
番組から，とっておきの情報をウイークリーで届
けた。／司会：パトリック・ハーラン，ホラン千
秋／国際放送局，JIB
『Face To Face』

日　10:10～10:38ほか
　第 1回15.4.27／日本を代表する各界のリーダー
や著名人に聞くインタビュー番組。その生き方や
考え方を通して，現代日本の社会状況や日本の進
むべき方向性を指し示した。／司会：ロバート・
キャンベル／国際放送局，NED
『GRAND SUMO Highlights』　新
大相撲本場所期間中　月～日　 1:30～ 1:55ほか
※『Sumopedia』　新
大相撲本場所期間中　土・日　 1:55～ 1:57ほか
　第 1回16.9.12／海外でも人気が高い大相撲を，
本場所期間中，毎日，幕内上位陣の取り組みや注
目の対戦などを中心にダイジェストで伝えた。ま
た，週末には，歴代の名力士，決まり手，相撲の
しきたりなど，あらゆる角度から分かりやすく解
説する 2分ミニ番組『Sumopedia』を『GRAND 
SUMO Highlights』に引き続き放送した。／国際
放送局，Gメディア
『great gear』

T国際　木　 0:30～ 0:58ほか
BS1    　　土　 3:00～ 3:28

　第 1 回12.4.5／日本ならではの技術や発想が光
る製品の数々，各業界に特化した専門展示会に見
るトレンドなど，“Made in Japan”グッズの最
新情報を発信した。／司会：マシュー・マサル・
バロン／国際放送局，Gメディア
『HAIKU MASTERS』　新

（月 1回）月　13:30～13:58ほか
　第 1回16.4.25／世界中から番組ホームページに
寄せられる，写真と俳句を組み合わせた「Photo 

Haiku」を，HAIKU MASTERたちの感性と視点
を交えながら鑑賞する双方向番組。／国際放送局，
NED
『Her Story』

水　10:30～10:50ほか
　第 1回15.4.29／女性の社会進出が経済成長の鍵
を握る今，日本とアジア諸国で，国や地域に変革
をもたらしている「輝く女性」たちを取り上げ
た。／国際放送局，NED
『imagine-nation』

火　 9:30～ 9:58ほか
　第 1回08.4.1／世界で話題の日本のコミック・
アニメ・ゲームの最新トピックや，旬のクリエイ
ターへのインタビュー，制作現場への密着取材な
ど，世界に誇る日本のカルチャー情報を海外に発
信した。／司会：ニコラス・ペタス，ホラン千秋
／国際放送局，NEP
『Inside Lens』　新

月　10:30～10:58ほか
　第 1回16.4.4／世界を舞台に活躍する国際派デ
ィレクターたちと共同でドキュメンタリーを制
作，日本とアジアの“いま”を描いた。／国際放
送局，NEP
『Japan-easy』　新

日　21:25～21:40ほか
　第 1回16.4.10／日本文化を楽しみながら学べる
日本語学習番組。放送外でも予習・復習などがで
きるよう，番組と有機的に連動したウェブコンテ
ンツを展開した。／国際放送局，NED
『Japanology Plus』

T国際　木　13:30～13:58ほか
BS1    　　火　 3:00～ 3:28

　第 1回14.4.3／国際放送で03年度にスタートし，
日本文化を海外に伝えてきた『Weekend 
Japanology』『Begin Japanology』の後継番組。
日本の社会・文化・芸術・暮らしなど，さまざま
な事象を捉え，外国人の視点で外国人に分かりや
すく紹介した。／司会：ピーター・バラカン／国
際放送局，NED
『Japan Railway Journal』

T国際　金　 0:30～ 0:58ほか
BS1    　　水　 3:00～ 3:28

　第 1回15.4.10／新幹線をはじめとした日本の速
くて安全な鉄道技術を紹介するとともに，熱心な
欧米の鉄道ファンが来日した時に楽しめる，日本
の最新鉄道情報を提供した。／司会：ラッセル・
トッテン，高木亮／国際放送局，Gメディア
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『J-FLICKS』
土　13:10～13:38ほか

　第 1回14.4.23／世界各地の映画祭でも高く評価
されてきた日本映画。その魅力を，新作，話題作
を中心に紹介する番組。日本の著名な映画監督・
俳優などへのインタビューや，過去の名作にまつ
わるエピソードなども盛り込みながら，日本映画
の神髄を余さず伝えた。／司会：サラ・マクドナ
ルド／国際放送局，Gメディア
『J-MELO』

T国際　月　 0:10～ 0:38ほか
BSP　　　  日　 2:40～ 3:08

　第 1回05.10.7／日本のミュージックシーンを発
信する音楽情報番組。日本の音楽の最大の特徴で
ある「多様性」に注目し，ポップス，ジャズ，ク
ラシック，トラッドなど，ジャンルを越えたゲス
トを招き，日本の音楽とアーティストを世界に伝
えた。／司会：May J.／国際放送局，JIB
『Journeys in Japan』

T国際　火　 8:30～ 8:58ほか
BS1    　　水　14:00～14:28

　第 1回10.3.30／日本各地のさまざまな地域の魅
力や，そこで営まれる日本人の暮らしを，外国人
リポーターの視点で伝える紀行番組。03年から放
送していた『Weekend Japanology』の中のミニ
コーナー「OUT & ABOUT」が原型。アウトド
アの旅，文化や伝統に自ら触れる体験型の旅など，
さまざまな旅の形を提案した。／国際放送局，JIB
『J-Trip Plan』　新

月　23:30～23:58ほか
　第 1回16.4.4／2020東京オリンピック・パラリ
ンピックに向けて，世界の関心が日本に集まる中，
日本各地の魅力や，訪日外国人にとって実用的な
観光情報を発信した。／国際放送局，NPN
『KABUKI KOOL』

水　13:30～13:58ほか
　第 1回14.4.16／海外からも注目が集まる伝統芸
能「歌舞伎」。番組では現代的なテーマに沿って
演目を選び，独特の演出から舞台のハイライトま
で，外国人視聴者に分かりやすく「歌舞伎」の世
界を紹介した。／司会：中村壱太郎，春香クリス
ティーン／国際放送局，JIB
『Kawaii International』

（月 1回）土　13:10～13:59ほか
　第 1回12.4.28／日本発のポップカルチャーとし
て，いまや世界中で通じる「Kawaii」をキーワ
ードに，カワイイ物や人，事柄に焦点を当て，最
新のトレンド情報を発信した。／司会：ミーシャ・

ジャネット，メロディー洋子／国際放送局，NEP
『Medical Frontiers』

火　 0:30～ 0:58ほか
　第 1回15.4.6／日本が誇る最新の医療技術や，
超高齢化社会に対応する介護システム，メディカ
ルツーリズム情報など，日本の医療・健康情報を
世界に発信した。／司会：エリカ・アンギャル／
国際放送局，Gメディア
『NEWSROOM TOKYO』

月～金　20:00～20:45
　第 1回15.3.30／平日夜間に日本とアジアの 1日
の動きをせき止め，中継やリポートを軸に，専門
家や取材記者の解説を交えて，深く分かりやすく
ニュースを伝えた。／キャスター：別府正一郎，
渋谷亜希，福島優子／国際放送局
『NHK NEWSLINE』　新

月～日　毎正時
　第 1 回16.4.4／毎日毎正時に放送している，
NHKワールドTVの基幹ニュース番組。16年度か
ら『NHK NEWSLINE』と改題し，海外からの
リポートを増やすなど，より本格的な国際ニュー
スとしてリニューアルした。また，地域放送局と
連携し，日本各地の情報を積極的に海外発信した。
／国際放送局
『RISING』

T国際　木　10:30～10:58ほか
BS1      　月　 3:20～ 3:48

　第 1回15.4.2，（BS1）15.4.6／さまざまな分野に
おいて世界レベルで活躍し，その才能と情熱で従
来の価値観を打ち破ろうと奮闘する人々を追うド
キュメンタリー。／国際放送局，JIB
『SAMURAI WHEELS』

水　 9:30～ 9:58ほか
　第 1回15.4.3／世界に誇る日本の主力産業であ
る“自動車産業”。最新モデルをはじめとした日
本車の魅力や自動車業界の最新事情，車を愛して
やまない人のライフスタイルなど，さまざまな日
本車情報を発信した。／司会：片山右京，ピータ
ー・ライオン／国際放送局，Gメディア
『Science View』

水　 0:30～ 0:58ほか
　第 1回12.1.8／日本の先端研究，科学技術を世
界に発信する科学番組。NHKの豊富な映像資産
を活用しながら，スタジオでの解説も交えて，日
本の科学・産業情報を分かりやすく伝えた。／司
会：木村倫子，山本ミッシェールのぞみ／国際放
送局，NED
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『Side by Side』
T国際　水　10:30～10:58ほか
BS1　　　  月　 3:20～ 3:48

　第 1回14.4.19／アジア・アフリカなどの発展途
上国の開発に，官民さまざまなチャンネルで取り
組んできた日本。現地の人材を活用し，持続可能
な手法を探るなど，日本独自の哲学を持った国際
支援の現場を，ODAから民間企業，草の根の援
助活動まで幅広く世界に発信した。／国際放送局，
JIB
『SPORTS JAPAN』

金　13:30～13:58ほか
　第 1回12.4.8／日本のスポーツ事情を紹介する
情報番組。相撲，剣道や合気道などの武道にみる
高い精神性，体操や水泳にみる新技術への飽くな
き探求，野球やサッカーにみるチームプレー技術
など，多彩なテーマで送った。／司会：木佐彩子
／国際放送局，Gメディア
『TOKYO EYE 2020』

T国際　水　 8:30～ 8:58ほか
BS1　　　　金　 3:00～ 3:28

　第 1回15.4.1，（BS1）15.4.3／06年から放送して
きた情報番組『TOKYO EYE』を15年にリニュ
ーアル。20年の東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けて目まぐるしく変化する東京の変ぼうぶ
りとその魅力を，訪日外国人に向けて，さらにパ
ワーアップして伝えた。／司会：クリス・ペプラ
ー／国際放送局，JIB
『TOKYO FASHION EXPRESS』

T国際　月　 9:30～ 9:58ほか
BS1　　　　木　 3:00～ 3:28

　第 1回08.3.31，（BS1）14.4.13／世界から注目さ
れる日本のファッションの魅力を多角的に伝える
情報番組。日本のデザイナーやクリエーターたち
に焦点を当て，創作の裏側を紹介するとともに，
パリ，ミラノなど先進地のコレクション情報も交
えながら，最新のトレンドを伝えた。／司会：マ
リエ／国際放送局，JIB
『Trails to Tsukiji』

水　23:30～23:58ほか
　第 1回15.4.1／築地市場での食材との出会いを
スタートに，地域の生産現場を訪れ，日本の食文
化の奥深さとその多様さを探求した。／国際放送
局，NEP
『大型討論番組GLOBAL AGENDA』

土　10:10～11:00ほか
　第 1回15.4.25／世界のオピニオンリーダーによ
る討論を通じて，日本と世界が直面する課題の解

決に向けて提言した。日本からも各界を代表する
論客が積極的にディベートに参加した。／国際放
送局，NEP

テレビ国際：特集番組
『ABUソングフェスティバル「きゃりーぱみゅ
ぱみゅ バリ島へ！」』

12.24
　ABU加盟の国と地域から各 1組の人気ポップ
スアーティストが参加し，母国語でパフォーマン
スを披露する豪華なステージ。日本から参加した
きゃりーぱみゅぱみゅが，独特の伝統文化が継承
されているバリ島の人々と交流するとともに，人
気アーティストたちと競演した。／国際放送局，
NEP
『Bunraku in Paris／Oiran: Experts in the 
Art of Love』

7.24
　文楽の重鎮・桐竹勘十郎が，レディ・ガガの靴
で世間を席

せっ

巻
けん

した若手デザイナー・舘鼻則孝さん
を美術監督に迎えてパリで公演を行った。日本の
美意識を伝える“おいらん・遊女”の演目に挑む
二人に密着した。／国際放送局，JIB
『Cycle Around Japan』
　「春の房総を走る」（5.21），「岩手の山と海を
巡る夏」（9.11），「沖縄・八重山諸島を巡る旅」
（11.6），「富山　おわら風の盆をたずねて」
（11.20），「東京発・伊豆大島への旅」（2.25）／
外国人リポーターが，四季折々の美しい自然と
人々の営みに触れながら，自転車で日本各地を巡
った。／国際放送局，Gメディア
『Easy Travel Japanese「アンナのトラベル
ひとこと会話」』

（ミニ番組） 3月～随時
　ラジオ日本で60年近く続く日本語講座『やさし
い日本語』。番組ホームページには，毎週 9万件
ほどのアクセスがある。その人気番組を題材に，
テレビ向けに日本語学習番組を制作，ワールド
TVやワールドVODで展開した。／国際放送局
『Entertainment Nippon』
　「中島みゆき」（8.27），「久石譲」（10.22），「上
原ひろみ」（2.26），「布袋寅泰」（4.1）／日本の優
れたエンターテインメントを，NHKがこれまで
に収録したパフォーマンスを活用し，世界に発信
した。／制作局，NEP
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『HIROSHIMA LOST～The Day the Nuclear 
Arms Race Began　知られざるヒロシマの
真実と原爆の実態』

8. 7
　国連で放映され，各国の代表者に大きな衝撃を
与えた記録映画に，NHK広島局が取材してきた
証言と，新撮素材を加えてリメイク。被爆者らの
証言映像のほか，記録写真や絵，そしてCGを交え，
原爆の悲惨さを克明に描く事によって，戦争の愚
かさと平和の尊さを訴えた。／国際放送局，NEP
『J-TECH』
　「常識を覆した小型ジェット機～ホンダ～」
（6.5），「“グリーン・ゴールド”～藻から作るバ
イオエネルギー技術～」（7.10），「パラリンピア
ンを支える車いす～ 4年に一度の進化に密着～」
（8.28），「先進医療を支える町工場」（9.25），「天
体観測から生まれた医療機器」（10.23），「人との
共働をめざす～産業用ロボット最前線～」
（11.27），「テントにこだわり、テントを超える」
（2.25），「世界が認めるナノレベルの光学技術」
（4.2）／世界に誇る日本の最新テクノロジーと，
その立て役者たちにクローズアップした。／国際
放送局，Gメディア
『My Small Steps from Hiroshima　こうし
てヒロシマは世界発信されていった～小倉馨の
日誌より』

8. 6
　被爆地・広島を，世界に発信することに生涯を
かけたと言われる小倉馨。アメリカに生まれ育っ
た小倉は，戦後広島で，海外から訪れる要人など
と被爆者との接点役を引き受ける。被爆地に入り，
衝撃を受けた彼らは，当時は海外では知られてい
なかった事実を次々と世界に伝え，やがて被爆者
支援や核廃絶運動にも身を投じていく。番組では，
小倉の回想を起点にして，彼らの人生と闘いを描
いた。／国際放送局
『NEWSLINE FOCUS～震災の鳥居　5年目の
里帰り』

6. 4
　東日本大震災の津波で生まれた無数の震災漂流
物。アメリカ・オレゴン州にも神社の鳥居が流れ
着いた。「震災で傷ついた日本の人々のために何
かできないか」と立ち上がったアメリカの人々の
手によって，鳥居が青森県八戸に里帰りし再建さ
れた。その実現を支えた日米の絆を描くとともに，
桜の咲く春に 5年ぶりによみがえった鳥居を祝
い，喜び合う人々の様子を伝えた。／国際放送局

『NEWSLINE FOCUS～東日本大震災5年 5
つの物語』

5. 1
　東日本大震災では，多くの子どもたちが肉親や
友人を失った。あれから 5年。これから長い人生
を歩む子どもたちにとって，突然の喪失はどのよ
うな意味を持つのか。そしてこの 5年間で彼らは
どう成長してきたのか。『NEWSLINE』や
『NEWSROOM TOKYO』で取材した，被災当
時小学生から高校生だった若者たちを追った 5つ
のストーリーを基に，迷いながらも格闘した少年
少女たちの 5年間を描いた。／国際放送局
『NHK NEWSLINE
　Hiroshima Peace Memorial Ceremony』

8. 6
『NHK NEWSLINE
　Nagasaki Peace Ceremony』

8. 9
　広島と長崎の平和式典の様子を，国内と同時に，
英語コメンタリーを付けて中継で伝えた。また，
スタジオ解説や企画，現地からのリポートなどで
被爆地から平和の願いを世界に発信した。／国際
放送局
『The Last Lesson of the Ninja Master』

7. 3
　900年の伝統をもつ戸隠流の流れを受け継ぐと
いう初見良昭さんの忍術は，究極のサバイバル技
術としてFBIなど各国の警察や軍事機関から注目
されている。孫弟子は世界に数十万人いるともい
われる。世界が注目するニンジャマスター・初見
良昭の半生と，華麗なる神技の数々に迫った。／
国際放送局，JIB
『Tidy Up with KonMari！～近藤麻理恵の世
界大片づけ！』

5. 7～ 8
　今，最も旬な日本人の 1人，片づけコンサルタ
ント・近藤麻理恵。15年には米『TIME』誌の「最
も影響力のある100人」に日本人で唯一選ばれた。
片づけを通して世界中にハッピーな人を増やすこ
とをライフワークとする近藤がニューヨークを訪
れ，悩める現地の家庭で徹底的にカウンセリング
した。／国際放送局，NED
『Train Cruise』
　「日本神話のふるさとを旅する（出雲）」（9.4），
「武士精神にふれる熊本と鹿児島の旅」（12.25），
「北海道・宗谷本線～厳冬の日本最北をめざし
て」（2.11）／東西南北に長く延びた国土を持ち，
自然も文化も地域性豊かな日本。外国人リポータ
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ーが鉄道で各地を巡り，新たな「鉄旅」のスタイ
ルを提案した。／国際放送局，NPN
『WASHOKU on the World Stage - Los 
Angeles』

11.12
　ロサンゼルス。日本人移民と共に，和食はこの
地で130年以上もの歴史を持ち，今では最新
Washokuの世界への発信地としても知られる。
毎年盛大に開かれる食の祭典「The TASTE」に
料理研究家の行正り香さんが参加，ロサンゼルス
のWashoku最前線をリポートした。／国際放送
局，NED
『草間彌生 わが永遠の魂』

3.31
　キャンバスを埋め尽くす水玉模様の作品で，世
界が注目するアーティスト・草間彌生。87歳の今
も 2～ 3日で 1枚という驚異的なペースで作品を
描き続ける草間の，最新シリーズの創作現場に密
着した。／国際放送局，NEP
『スポーツの力で社会が変わる～討論・2020年
東京パラリンピックに向けて』

11.26
　10月に東京で開催された「スポーツ／文化・ワ
ールドフォーラム」では，オリンピック女子マラ
ソンの金メダリスト・高橋尚子さんのほか，義足
エンジニアや障害者支援団体の専門家らが，パラ
リンピックの未来について徹底討論した。／国際
放送局，Gメディア
『中国語トークショー 日中ペアの挑戦』

1.29
　NHK国際放送局主催の「中国語ラジオパーソ
ナリティーコンテスト」は，日本人と中国人の 2
人組がラジオパーソナリティーにふんし，中国語
のトークショーを行うというもの。本番に向け特
訓を重ねる出場者たちに密着した。／国際放送局，
NEP
『2016 ELECTION - JAPAN DECIDES』

7.10
　第24回参議院議員選挙の投開票日当日は，開票
結果を速報で伝えたほか，毎正時のニュースの放
送枠を拡大して，解説を交えながら伝えた。／国
際放送局
『ばあちゃんアイドル、シンガポールを目指す！』

1.28
　八重山諸島の中心にある人口600人弱の小浜島
に，世界が注目する異色のアイドルグループがい
る。平均年齢84歳の小浜島おばあちゃん合唱団，
通称“KBG84”だ。YouTubeや海外メディアを

通して世界に名が知られるようになった彼女たち
に，シンガポールから招待状が届く。ばあちゃん
アイドルを通して，今，世界が求める「幸せな老
い」の在り方を見つめた。／国際放送局
『平和への思い 原爆詩朗読ライブ～吉永小百
合×坂本龍一』

2.12
　核廃絶への思いを共有する吉永小百合さんと坂
本龍一さんが行う原爆詩朗読会に完全密着し，世
界に向けて改めて平和について発信した。／国際
放送局，Gメディア
『ムスリム・ツーリスト、伊勢志摩へ行く！』

5.28
　インドネシアの人気俳優が，伊勢神宮をはじめ，
忍者の里として知られる伊賀や，英虞湾，名古屋
市内のモスクなどを訪ね，イスラム教徒の観点か
ら伊勢志摩の魅力を味わった。インドネシアでも
現地語版を放送。SNS等を活用してNHKワール
ドTVへの視聴誘導を行うなど，アジア地域から
のインバウンド拡大に資する番組開発の一例とし
て，インドネシアをターゲットに展開した。／国
際放送局，NEP
『浪曲師、港家小柳 70年の旅路』

9.17
　浪曲師・港家小柳，88歳。60年以上も旅芸人と
して日本各地を回ってきたが，97年，東京での活
動に軸足を移すと，声，節，タンカと三拍子そろ
った極上の芸で，耳の肥えた浪曲ファンを驚かせ
た。芸一筋に今も第一線で活躍する港家小柳の生
き様

ざま

を見つめ，その自由な音楽性や深い師弟関係，
世界各地の放浪芸に通じる大衆芸能としての魅力
を解き明かした。／国際放送局，JIB
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ラジオ国際放送

ラジオ国際：定時番組
『Friends around the world』

R国際（英語）　日　14:10～14:30ほか
R 2 　　　　　　　　日　14:10～14:30

再翌土　14:10～14:30
　第 1回11.3.27／英語によるディスクジョッキー
番組。世界のリスナーからの手紙やリクエスト曲
を紹介した。また，日本文化をはじめ，アジアや
アフリカの話題も伝えた。／国際放送局
『Japan & World Update』

R国際（英語）・R 2　月～金　14:00～14:30
　第 1 回09.3.30／R国際の英語放送をR 2 で同時
放送。前半15分が『英語ニュース』，後半は『ラ
ジオジャパンフォーカス』で構成。／国際放送局
『一衣帯水』　新

（中国語）（月 1回）土　18:10～18:30ほか
　第 1回16.4.16／日中交流のために各分野で尽力
する人々を紹介した。本人のインタビューを中心
に，成功までの苦労や努力，今後の夢や志を伝え
た。／国際放送局
『英語ニュース』

R国際　月～金　14:00～14:15ほか
土・日　14:00～14:10ほか

R 2 　　　月～金　14:00～14:15＊
土・日　　14:00～14:10

＊『Japan & World Update』枠内
　第 1回（R国際）52.2.1，（R 2 ）95.4.3／海外向
けに放送しているラジオ国際放送の英語ニュー
ス。うち 1回を国内でも放送。／国際放送局
『スペイン語ニュース』

R国際　月～金　13:00～13:15ほか
土・日　13:00～13:10ほか

R 2 　　　　月～金　13:00～13:15
土・日　13:00～13:10

　第 1 回（R国際）53.8.1，（R 2 ）02.4.1／中南米
向けのスペイン語によるニュース番組。日本の出
来事を中心にアジアや世界の情報を伝えた。日本
に居住する中南米のスペイン語圏出身者を主な対
象に，R 2でも放送。／国際放送局
『段文凝のピリパラ電話』　新

（中国語）月　18:25～18:30ほか
　第 1回16.4.11／タレントの段文凝さんが，日本語
学習や日本文化などに関する質問や相談を送って
来たリスナーに，電話で回答した。／国際放送局

『中国語 “日本ジャーナル”』
R国際・R 2 　土・日　15:45～16:00

再翌土　13:20～13:50
　第 1 回12.4.7／R国際の中国語番組で放送した
『ラジオジャパンフォーカス』などを再構成し，
日本に居住する中国語を話す人や語学学習者を主
な対象に放送した。／国際放送局
『中国語ニュース』

R国際　月～金　18:00～18:15ほか
土・日　18:00～18:10ほか

R 2 　　　　月～金　18:00～18:15
土・日　18:00～18:10

　第 1 回（R国際）53.8.1，（R 2 ）96.4.1／中国語
によるニュース番組。日本に居住する中国語を話
す人や語学学習者を主な対象に，R 2 でも放送。
／国際放送局
『ニュース』

（各言語）　月～日　10分または15分
（言語によって放送時間，枠時間は異なる）

　アラビア語，ベンガル語，ビルマ語，中国語，
英語，フランス語，ヒンディー語，インドネシア
語，日本語，ハングル，ペルシャ語，ポルトガル
語，ロシア語，スペイン語，スワヒリ語，タイ語，
ウルドゥー語，ベトナム語の18言語で放送。日本
語は在外邦人向け，その他17言語は外国人向けと
して実施した。（英語，中国語，ハングル，ポル
トガル語，スペイン語によるニュースは別項も参
照）／国際放送局
『ハングル日本百科』

R国際・R 2 　土・日　17:45～18:00
再翌土　14:30～15:00

　第 1 回09.4.4／R国際で放送した『ラジオジャ
パンフォーカス』などを再構成し，日本に居住す
るハングルを話す人や語学学習者を主な対象に放
送した。／国際放送局
『ハングルニュース』

R国際　月～金　18:15～18:30ほか
土・日　18:15～18:25ほか

R 2 　 　　月～金　18:15～18:30
土・日　18:10～18:20

　第 1 回（R国際）60.4.1，（R 2 ）96.4.1／ハング
ルによるニュース番組。日本に居住するハングル
を話す人や語学学習者を主な対象に，R 2 でも放
送。／国際放送局
『ほけんだより』
（スワヒリ語）（月 1回）月　12:30～13:00ほか
　第 1回16.4.1／保健医療に関わる日本の取り組
みや知識を，アフリカのリスナーに役立つ形で紹
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介する情報番組。アフリカでは栄養や衛生の知識
不足が原因の疫病で命を落とす子どもが後を絶た
ない。アフリカ出身の出演者が日本とアフリカの
現状を比較しながら，現地の保健事情に詳しい日
本人専門家と共に，身体を守る方法を分かりやす
く紹介した。／国際放送局
『ポルトガル語ニュース』

R国際　月～金　18:00～18:15ほか
土・日　18:00～18:10ほか

R 2 　　　　月～金　18:30～18:45
土・日　18:20～18:30

　第 1 回（R国際）53.8.1，（R 2 ）95.4.3／南米向
けのポルトガル語によるニュース番組。日本の出
来事を中心にアジアや世界の情報を伝えた。日本
に居住するブラジル出身者を主な対象に，R 2 で
も放送。／国際放送局
『やさしい日本語』

R国際　月　14:15～14:25ほか
R 2 　　　　土　21:45～21:55

再翌土　 8:30～ 8:40
　第 1 回11.4.9／英語による日本語講座。タイ人
留学生アンナが主人公のストーリー仕立てで，日
常会話に役立つ表現を，日本の文化・習慣と共に
紹介した。（全48課）／出演：山本ミッシェール，
ジョナサン・シェア／国際放送局
『ラジオジャパンフォーカス』

（各言語）　月～土　15分～30分
（言語によって放送時間，枠時間は異なる）

　日本語を除く17言語で毎週月～土曜に放送して
いるラジオ日本の主力番組。日本の政治，経済，
社会，文化の動きや，日本が世界に誇る技術，さ
まざまな分野で活躍する話題の人物などを幅広く
紹介した。主なコーナーは以下のとおり。／国際
放送局
　「やさしい日本語」 月
　日常会話で役立つ日本語の表現を毎週 1つ， 1
年で計48の日常会話で役立つ表現を，日本の文化
や習慣と共に紹介。毎月第 1月曜には，クイズ形
式で楽しみながら学習内容を復習する「やさしい
日本語復習編　どっちかな？」も放送した。
　「季語でめぐる日本」 月
　毎回 1つの「季語」をテーマに古今の俳句を紹
介。鑑賞のしかたや季語にまつわる日本の習慣を
解説し，季節感あふれる日本の詩的世界に誘

いざな

った。
　「Made from Nippon」　新 （月 1 回）火
　「世界が注目！職人魂光る日本の“ランドセ
ル”」（ 9月），「納豆ネバネバ成分で安心な飲み水
を世界に！」（ 1月）など，世界をリードする日

本の技術，世界が注目する日本のアイデア，世界
で人気の日本製品や隠れたヒット商品などを幅広
く紹介し，日本の今を多面的に伝えた。水なしで
口
こう

腔
くう

ケアができる商品を紹介した「被災地の患者
を守れ！口腔ケアで緊急支援」（ 5月）には海外
から多くの問い合わせが寄せられた。
　「話題の人」　新 （隔週）水
　スポーツ選手，芸術家，職人，技術者，研究者
など，さまざまな分野で活躍する人々の話をじっ
くりと聴き，それぞれの取り組みの魅力や，新た
な挑戦に迫った。「車いす卓球にかける68歳のパ
ラリンピアン」「聴覚障害者向けスピーカーの開
発者」「外国人初の“忍者”」などを紹介した。
　「Japanese Pop Culture Magazine」
 （月 1回）木
　世界で注目を集める日本のポップカルチャーの
最新動向を伝える番組。「世界コスプレサミット」
「アニメ聖地巡礼」「カプセルトイ」などを紹介
した。
　「物語で楽しむ日本の美」 （月 1 回）木
　東京国立博物館の協力の下，博物館所蔵の日本
美術の名品の数々を，時代背景や作者の思いと共
に伝えた。また，作品の画像を番組ホームページ
に解説文付きで掲載し，その魅力を伝えた。
　「暮らしと社会のキーワード」　新
 （月 1 回）木
　家庭科の教科書に出てくるキーワードを一つ取
り上げ，日本で暮らす普通の人々が今何を考え，
どんな暮らしをしているのか。その背景などを探
る新番組。「孤食」や「介護保険」などのテーマ
を掘り下げて紹介した。
　「日本の家庭料理を作ろう」 金
　料理研究家の渡辺あきこさんが，日本の家庭料
理の作り方を優しく教える料理番組。「竜田揚げ」
「手巻き寿司」「チョコレートようかん」などを
紹介。東日本大震災で被災した缶詰工場を訪ね，
さば缶を使った料理を紹介する特別編も放送。
　「Welcome to Amazing Japan！」 金
　ラジオ日本の各言語のキャスターが日本各地を
訪ね，その土地の魅力を案内する旅番組。極寒の
旭川や徳島のお遍路などを紹介した。
　「NHKワールド　ラジオ小説」　新
 （月 2 ～ 3 回）土
　現代の日本を代表する作家の作品を中心に，良
質な短編小説を朗読した。朽木祥『石の記憶』，
星新一『繁栄の花』，宮下奈都『アンデスの声』
ほか。



第４部　NHKの番組解説   ｜ラジオ国際：特集番組

NHK年鑑’17 508

　「JAPAN Hit Tunes」 （月 1 回）土
　日本の音楽シーンを沸かせている旬の歌にスポ
ットを当て，アーティストのプロフィールや歌の
バックグラウンドを解説しながら，話題のヒット
曲を紹介した。
　「Music Journey」 （月 1 回）土
　それぞれの季節に，最も輝きを見せる県を取り
上げて，その土地の文化や風土を，ゆかりの音楽
と共に放送する。童謡からクラシック，歌謡曲，
ポップスまで幅広く紹介。
『リスナーとともに』

日　20分または30分
（言語によって放送時間，枠時間は異なる）

　日本語と英語を除く16言語で放送するディスク
ジョッキー番組。世界各地のリスナーからの手紙
を紹介したり，音楽のリクエストに応えたりする
ほか，国内のイベントやトレンドスポットのリポ
ートなどで構成。／国際放送局

ラジオ国際：特集番組
『音楽遊覧飛行ワールドワイドⅣ』

R国際 　　　　　　　　12.20～23
（言語によって放送時間は異なる）
R国際（日本語） 　　　12. 5～ 8
FM　11.21，23～24／ 9:20～10:00

11.29／16:00～16:40
　11月のNHK文化祭で公開収録を行ったFM番組
『音楽遊覧飛行』を，ラジオ日本で特集番組とし
て 4日間にわたり放送。ラジオ日本の各言語放送
のアナウンサーが出演し，タンザニア，中国，ア
ラブ諸国そしてブラジルの文化や習慣を，軽妙な
トークで音楽と共に紹介。／国際放送局，音楽・
伝統芸能番組部，NEP
『公開収録　中国語　ラジオパーソナリティーコ
ンテスト』

（中国語）11.13ほか
　11月に千代田放送会館で，公開収録のコンテス
トを実施し，その様子を番組で伝えた。コンテス
トでは日本人と中国人のペアがラジオパーソナリ
ティーになりきり，パフォーマンスを競い合った。
コンテストは14年に始まり，今回で 3回目。公開
収録には16組が出場し，およそ200人の観覧者が
集まった。審査員による審査と，会場投票，リス
ナーによるウェブ投票で入賞チームを決定。入賞
チームはパーソナリティーとして，番組『リスナ
ーとともに』に出演した。／国際放送局

『スパシーバ　2016　ロシア語放送戦後再開
60周年スペシャル』

（ロシア語） 5. 1ほか
　ロシア語放送戦後再開60年を記念して，年度を
通じさまざまな特集番組を放送した。 4月末には
モスクワで，手巻き寿司と日本語をテーマにした
公開収録を行い，その様子を番組で紹介した。日
ソ共同宣言発効から60年にあたる12月は，日ロ首
脳会談を前に特集番組 2本を放送した。『対馬　
知られざる日ロ秘話』では，長崎県対馬で育まれ
てきた日ロの111年にわたる友好の絆について紹
介。『若者が語る日ロの未来』では，日ロの学生
たちが両国の未来について語り合い，その内容を
番組で紹介した。また，日ロ首脳会談についても
多角的に伝えた。 2月には東京で日本語を学びな
がら茶道を体験する公開収録を実施し，その様子
を番組で伝えた。日本各地にいるラジオ日本ロシ
ア語放送のロシア人リポーターを訪ねる旅企画も
5本放送した。／国際放送局
『第71回　広島平和記念式典・長崎平和祈念式
典ニュースリポート』
（フランス語，ベトナム語，ウルドゥー語，
タイ語，インドネシア語，ベンガル語） 8. 6

（インドネシア語，ビルマ語，ロシア語） 8. 9
　原爆投下から71年を迎えた16年，バラク・オバ
マ氏がアメリカの現職大統領として初めて広島を
訪問。核兵器廃絶への機運が高まる中，広島と長
崎に外国人放送専門家を派遣。式典および周辺の
取材を基に制作した現地リポートを各言語のニュ
ースで放送した。／国際放送局
『2017 世界へのメッセージ』

1. 2～ 6
（言語によって放送時間は異なる）

　新年特集として，東京五輪に向けての取り組み
や，平和や未来をテーマに世界に伝えたいメッセ
ージを 5本シリーズで放送。東京五輪に向けて世
界196か国をテーマにした着物の製作に取り組む
“KIMONO PROJECT”や，長年チェルノブイリ
原発事故を取材してきたノーベル賞作家スベトラ
ーナ・アレクシェービッチが福島に寄せるメッセ
ージなどを紹介。／国際放送局
『ニュース解説 “インサイト” ～伊勢志摩サミッ
ト・オバマ米国大統領広島訪問特集～』

8.15～16
（言語によって放送時間は異なる）

　「伊勢志摩サミット」については，ロシアが高
い関心を寄せていた他，拡大会合に招かれたイン
ドネシアの動向にも関心が寄せられていたため，
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ロシア語放送，インドネシア語放送の放送専門家
が現地に出向き，厳重な警備態勢の様子やサミッ
ト効果に期待が高まる地元の様子などをリポート
した他，インドネシア外務大臣のインタビューな
ども紹介した。また，オバマ米国大統領の広島訪
問については，フランス語放送の放送専門家が現
地からリポート。広島市民の声や現地の様子など
を伝えた。／国際放送局
『東日本大震災から6年』

3. 7～11
（言語によって放送時間は異なる）

　震災から 6年を迎えた被災地の今，そして未来
をさまざまな視点から伝える番組を 5日間にわた
り放送。津波で壊滅的な被害を受けた気仙沼・唐
桑地区の郷土芸能劇団の活動，アートで心の復興
をしようという取り組み，被災地の記録と支援に
取り組むフォトジャーナリスト・広河隆一さんの
活動などを紹介。／国際放送局
『平和へのメッセージ』

8. 8～11
（言語によって放送時間は異なる）

　夏の特集として，戦争・原爆関連の番組を 4日
間にわたり放送。広島の高校生が被爆の実相を世
界に発信する活動や，漫画家・水木しげるがスケ
ッチに込めた平和への願いなどを紹介。／国際放
送局
『ベトナム語放送開始55周年特集』

（ベトナム語） 6.19，26，7. 3，10ほか
　ベトナム語放送は，戦後の放送再開から55周年
を記念して特集番組を制作した。 6月11～12日に
は，東京都渋谷区で開催されたベトナムフェスタ
に特設ブースを設け，ベトナムで人気のアーティ
ストを招いて，公開収録を行った。そのもようは
4回にわたり特集番組として放送した他，経済や
文化の分野における，日本とベトナムのさまざま
な協力や交流を特集した番組も放送した。／国際
放送局
『ペルシャ語放送25周年特集』

（ペルシャ語） 4. 3～ 3.26（計15回）
　ペルシャ語放送は，放送再開から25年を記念し
て15本の特集番組を放送した。10月には，お台場
の国際協力イベントでペルシャ音楽のライブショ
ーと，放送やペルシャ文化を紹介するブースを出
展し，そのもようを 2回にわたり放送。11月はシ
ルクロードを通じた奈良との交流の歴史， 3月に
は“ノールーズ”というお正月を祝うイベントを
首都圏各地で取材し放送した。／国際放送局

『ベンガル語放送開始55周年記念番組』
（ベンガル語）10.25

　ベンガル語放送再開55年を記念して，アジア初
のノーベル賞を受賞した文学者・タゴールや，日
本とベンガル（バングラデシュおよびインド西ベ
ンガル州）の交流に貢献した各界の代表に関する
特番を60本放送した。また，東日本大震災復興ソ
ング「花は咲く」のベンガル語版を制作し放送し
た他，ダッカでの音源制作のもようを動画でホー
ムページに公開した。／国際放送局
『放送専門家が見つめた沖縄と平和』

8.15～16
（言語によって放送時間は異なる）

　終戦特集として，ラジオ日本の外国人放送専門
家の視点で沖縄の平和について考える番組をシリ
ーズで 2回放送した。平和祈念資料館やひめゆり
の塔，住民が集団自決した洞窟など，沖縄戦の傷
跡が今も残る沖縄を，ヒンディー語とベトナム語
放送に携わる 2人の放送専門家が訪ね，語り部や
音楽活動を通じて，戦争の悲惨さ，平和の尊さを
訴え続ける人々の活動を紹介した。／国際放送局
『やさしい日本語スペシャル　～あなたの質問に
お答えします～』

3.27
（言語によって放送時間は異なる）

　ラジオ日本の『やさしい日本語』を使って学習
している世界中のリスナーから寄せられた，日本
語に関する質問に，監修の徳永あかね先生が答え
た。／国際放送局
『やさしい日本語特集　私たち、アンナと一緒に
勉強しています！』

12.26ほか
（言語によって放送時間は異なる）

　ラジオ日本の『やさしい日本語』を聴いて日本
語を勉強しているリスナーから，写真やメッセー
ジをウェブで募集。ブラジルのリオデジャネイロ
州立学校での日本語講座の様子や，カメルーンの
若者たちが「日本語クラブ」を作り日本語を勉強
している様子を紹介した。／国際放送局
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国際放送略史

1935. 6. 1 短波による国際放送開始
 当時の呼称は「海外放送」。使用言語：日本語・英語
1937. 4. 1 使用言語にフランス語・ドイツ語などが加わる
1944.11. 5 海外放送，最大規模となる。15送信，24言語， 1日33時間5分
1945. 8.11 日本がポツダム宣言を受諾する旨のニュースを全世界に放送

 9. 4 GHQ指令，海外向け外国語放送停止
 9.10 日本語放送停止

1950. 6. 1 電波三法（電波法，放送法，電波監理委員会設置法）施行
 放送法による「日本放送協会」設立
1952. 2. 1 国際放送「ラジオ日本（Radio Japan）」を再開。　使用言語：日本語・英語
1956～58 「ラジオ日本」，マナスル登山隊（56.5）や南極観測隊（57.2.1～）に家族の声など送る
1960. 9. 4 「ラジオ日本」の全世界向け「ジェネラル・サービス（GS）」開始（日本語・英語）
1964.10.10～24 東京五輪を世界に向けて放送
1970. 5.10 「ジェネラル・サービス」で大相撲中継放送開始
1979.10. 1 「ラジオ日本」，ポルトガルの短波送信所を用いて，初の海外中継実施
1990. 9. 6～12.11 湾岸危機。「ラジオ日本」，イラク残留邦人へのメッセージ放送実施
1991. 1.17 湾岸戦争始まる。イラク残留邦人へのメッセージ放送継続

 4. 1 欧米で在外邦人向け日本語放送「テレビジャパン」（有料）開始
 「ラジオ日本」，ペルシャ語による放送を開始，22言語に
1995. 4. 3 「テレビ国際放送」（NHKの「受託協会国際放送」）を開始。テレビジャパンの中で放送
1996. 6. 7 NHKの海外向けサービスの総称を「NHK WORLD（NHKワールド）」に統一
1998. 4. 1 「NHKワールドTV」（テレビ国際放送，日本語・英語）放送開始
 「NHKワールド・プレミアム」（日本語のみ，有料）の番組配信開始（スクランブル放送）
1999.10. 1 「NHKワールドTV」「NHKワールド・プレミアム」24時間放送開始
2000. 2. 4 インターネットで「ラジオ日本」のライブストリーミングを開始（22言語）
2007. 9.30  「ラジオ日本」の放送言語が18に（ドイツ語，イタリア語，スウェーデン語，マレー語

を廃止，「ジェネラル・サービス」も廃止）
2008. 4. 4 ㈱日本国際放送（JIB）設立

10. 1 「NHKワールド・プレミアム」（有料契約）の 1日約 5時間をスクランブルを外して放送
2009. 2. 2  「NHKワールドTV」が24時間英語チャンネルとしてスタート。同時に，ライブストリ

ーミング開始
2010. 2. 1 スマートフォンのiPhone向けアプリを開発（のちAndroid向けなども）
2011. 3.11～ 東日本大震災と原発事故を全世界に発信，復興や原発の動きを伝え続ける
2015. 6. 1 国際放送開始から80年
2016. 7. 1～  欧州向け衛星での「NHKワールドTV」「NHKワールド・プレミアム」を含め，テレビ

国際放送をハイビジョン放送に完全移行
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